2011 年 4 月 30 日
会員各位
産業学会会長
明石 芳彦

第 49 回産業学会全国研究会のご案内
謹啓
新緑の候、会員各位におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素
はご多忙の中、産業学会の諸活動にご尽力とご協力をいただき誠に有難うございます。
さて、今年度の共通テーマは、「日本産業の競争優位と競争劣位の総点検」と致しま
した。「リーマン・ショック」を発端とする世界金融危機は 3 年目を迎えましたが、世
界経済は依然として不透明な状態のなかにあります。この間に「日中逆転」が発生し、
日本の諸産業が今後どの方向に向かって調整され発展していくのかは、重要な課題とな
っています。さらに、今年 3 月に発生した東日本大地震およびそれに伴う原発事故は、
日本産業に新たなテーマを与えています。
こうした状況の中で、学会として「国内外の環境変化に伴う日本産業の強みもしくは
弱みとは何か」について深く議論することは、大変意義あることと考える次第です。
本年度の全国研究会は下記の通り、立正大学にて開催させていただく予定です。会員
各位のご参加をいただき、意義ある研究会に致したく、ここにご案内申し上げます。
敬白
記
期 日：2011 年 6 月 11 日（土）〜12 日（日）
会 場：立正大学（大崎校舎）

開催実行委員長 立正大学経済学部 苑 志佳
開催校担当会員：斎藤 隆義、芹田 浩司
〒141-8602
東京都品川区大崎 4-2-16
立正大学経済学部事務室 気付
電 話：03-5487-3234
E メール：yzj3271@yahoo.co.jp
【お願い：準備の都合上、出欠ハガキは 5 月 10 日までに投函してください】
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産業学会第 49 回全国大会
大会テーマ「日本産業の競争優位と競争劣位の総点検」
開
開

催 日 時
催 場 所

自由論題

：
：

2011 年 6 月 11 日（土）・12 日（日）
立正大学大崎校舎（〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16）
大会会場：3 号館 2F、3F 懇親会会場：6 号館 1 階［案内図参照］
報告：30 分

質疑応答：15 分

（計 45 分）

6 月 11 日（土）
12:00〜 受付開始（3 号館 B1 階入口）
自由論題報告・セッション１
報告者

（所属）

自由論題 A 自動車産業

13:00 ~14:30
題目

座長

孫 飛舟（大阪商業大学）

会場：335 教室

徳田 昭雄（立命館大学）
13:00~13:45

「自動車組込みシステムの製品アーキテクチャ変
容―欧州における重層的オープン・イノベーショ
ンの考察を通じて―」

畠山 啓（広島大学大学院）
13:45~14:30

｢サプライチェーン全体での環境対策｣

自由論題 B 電子・IT 産業

座長

田村

大樹（北九州市立大学）

会場：334 教室

武田 至弘（大阪市立大学大学院）
13:00~13:45

「関西を中心とした電池産業の考察--ネットワー
ク分析」

濱田 初美（立命館大学）
13:45~14:30

「半導体業界における戦略提携の光と影」

自由論題 C その他の産業

座長

徳丸 義也（大阪市立大学大学院）
13:00~13:45

清水 一史（九州大学）

会場：324 教室

「中堅・中小企業の複数事業所展開−サプライヤ
ーサイドの企業間関係と企業内関係の変容」
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苑 志佳（立正大学）
13:45~14:30

｢ASEAN における日中韓企業の産業競争力の比較
−自動車と電子産業を中心に」

14：30−15：00

コーヒー・ブレーク 321 教室

自由論題報告・セッション２
報告者

（所属）

自由論題 A 自動車産業

15:00 ~16:30
題目

座長

小林 世治（日本大学）

会場：335 教室

佐伯 靖雄（立命館大学）
15:00~15:45

「エコカー市場興隆期における電装部品メーカー
の対応」

細矢 浩志（弘前大学）
15:45~16:30

｢拡大 EU 自動車産業の生産ネットワークの形成と
進化」

自由論題 B 電子・IT 産業

座長

大西

勝明（専修大学）

会場：334 教室

相生 公成（中央大学大学院）
15:00~15:45

「PC メーカーによるモバイルディバイスへの取り
組みと日本の競争力」

高口 鉄平（総務省）
15:45~16:30

「電気通信産業における競争とレイヤー間関係」

自由論題 C その他の産業

座長 富野 貴弘（明治大学）

会場：324 教室

劉 成毅（広島大学大学院）
15:00~15:45

「中国におけるトヨタ生産システムの導入による
サプライヤーシステムの展開」

浜中 真人（埼玉大学大学院）
15:45~16:30

｢中小企業から見たネットワーク」

16:40〜17:40
17:50〜20:00

会員総会（会場：3 号館 335 教室）
学会懇親会（会場：6 号館 1 階生協食堂）
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6 月 12 日（日）
共通論題： 「日本産業の競争優位と競争劣位の総点検」
司会： 宮田 由紀夫（関西学院大学）
時間： 9:30〜11:45 （受付：9:00〜）
報告： 30 分
質疑：15 分
会場： 3 号館
335 教室（3 階）
報告者

（所属）

題目

報告① 上山
9：30~10:15

邦雄（城西大学）

報告② 板垣
10:15~11:00

博（武蔵大学）

報告③ 明石
11:00~11:45

芳彦（大阪市立大学） 「日本産業・企業の国際競争力：技術イノベーシ
ョンと付加価値創造」

11:45〜13:00

「日本自動車産業における競争優位の再構築」
「日本製造業の競争力と新興国市場商品戦略」

昼食休憩

全体討論
司会： 堀井 伸浩（九州大学）
時間： 13:00〜15:00
コメンテーター： 20 分×3 人
会場： 3 号館 335 教室（3 階）
コメンテーター

（所属）

コメント対象

孫 飛舟（大阪商業大学）
13:00~13:20

共通論題報告①に対して

肥塚 浩（立命館大学）
13:20~13:40

共通論題報告②に対して

山﨑 朗（中央大学）
13:40~14:00

共通論題報告③に対して

14:00〜15:00
15:00

全体討論

閉会挨拶

（会長）
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産業学会 2011 年第 49 回全国大会 会場および事務案内情報
●

開催校連絡先
・ 141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学大崎校舎 苑志佳研究室（2 号館 508 室）
・ 開催実行委員長：苑 志佳（TEL:03-5487-3234 構内内線：3234）
開催校担当会員：斎藤 隆義、芹田 浩司

●

会場

・ 学会会場：立正大学大崎校舎 3 号館（受付：3 号館 B1 階←校舎に入ってからの階）
335 教室＝自由論題 A・共通論題・会員総会会場［PC、プロジェクター使用可能］
334 教室＝自由論題 B 会場［PC、プロジェクター使用可能］
324 教室＝自由論題 C 会場［PC、プロジェクター使用可能］
321 教室＝休憩室
322 教室＝大会本部（理事会会場）
・ 懇親会会場：6 号館 1 階生協食堂
●

学会年会費および懇親会費納入のお願い

・学会年会費 7000 円（大学院生 3500 円）を受付でお支払い下さい
・懇親会費 4000 円をも受付でお支払い下さい（参加者のみ）
。
・配布資料や懇親会の準備のため、5 月 10 日までに同封のハガキをご投函下さい。
● 立正大学大崎キャンパスへのアクセス
① JR 大崎駅（JR 山手線、湘南新宿ライン、埼京線、りんかい線） 徒歩 5 分
② JR・地下鉄五反田駅（JR 山手線、都営地下鉄浅草線）徒歩 5 分
③ 東急大崎広小路駅（東急池上線）徒歩 1 分
● 会場周辺宿泊情報
・大変恐縮ですが、宿泊は各自でご予約下さい。大崎・五反田駅周辺の一部のホテル情
報（ホテル名）は次の通り。
１． ゆうぽうと
２． ニューオータニイン東京
３． ダイワロイネットホテル東京大崎
４． フレックステイ五反田イン
５． ホテルロイヤルオーク五反田
● 開会中の食事事情
・6 月 11 日（土）、12 日（日）は週末のため、大学生協食堂は原則、営業致しません。
・キャンパス所在地の五反田駅と大崎駅周辺には飲食店が多数ありますので、大変恐縮
ですが、参加者には各自でご用意頂きます。
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路線図

会場付近地図

キャンパスマップと会場ビル（３号館）

会場への入口

懇親会会場（6 号館）

6

